
番号 名　前 漢字名 科 属
1 アオツヅラフジ 青つづらふじ ツヅラフジ科
2 アオノツガザクラ 青栂桜 ツツジ科
3 アカツメグサ 赤詰め草 マメ科 ジャジクソウ属
4 アカバナ 赤花 アカバナ科
5 アカモノ（イワハゼ） 赤物 ツツジ科
6 アキノキリンソウ 秋の麒麟草 キク科 アキノキリンソウ属
7 アキノタムラソウ 秋の田村草 シソ科 アキギリ属
8 アクシバ 灰汁柴 ツツジ科 スノキ属
9 アケビ 木通 アケビ科
10 アザミ 薊 キク科 アザミ属
11 アズキナシ（はかりめ）小豆梨 バラ科 ナナカマド属
12 アズマイチゲ 東一華 キンポウゲ科
13 アズマギク 東菊 キク科 ムカシヨモギ属
14 アズマシャクナゲ 東石楠花 ツツジ科
15 アズマシロガネソウ 東白金草 キンポウゲ科 シロガネソウ属
16 アズマヤマアザミ 東山アザミ キク科 アザミ属
17 アブラチャン 油瀝青 クスノキ科
18 アポイアズマギク アポイ東菊 キク科
19 アマナ 甘菜 ユリ科 アマナ属
20 アラシグサ 暴風草 ユキノシタ科 アラシグサ属
21 イイデリンドウ 飯豊竜胆 リンドウ科 リンドウ属
22 イカリソウ 碇草 メギ科 イカリソウ属
23 イケマ ガガイモ科 カモメヅル属
24 イソツツジ 磯躑躅 ツツジ科
25 イチヤクソウ 一薬草 イチヤクソウ科 イチヤクソウ属
26 イヌタデ 犬蓼 タデ科
27 イブキジャコウソウ 伊吹麝香草 シソ科
28 イブキトラノオ 伊吹虎の尾 タデ科 タデ属
29 イワイチョウ 岩銀杏 ミツガシワ科 イワイチョウ属
30 イワインチン 岩茵陳 キク科 キク属
31 イワウチワ 岩団扇 イワウメ科
32 イワウメ 岩梅 イワウメ科
33 イワオウギ 岩黄耆 マメ科
34 イワオトギリ 岩弟切 オトギリソウ科
35 イワカガミ 岩鏡 イワウメ科
36 イワガラミ 岩絡 ユキノシタ科 イワガラミ属
37 イワギキョウ 岩桔梗 キキョウ科
38 イワショウブ 岩菖蒲 ユリ科 チシマギキョウ属
39 イワツツジ 岩躑躅 ツツジ科 スノキ属
40 イワツメグサ 岩爪草 ナデシコ科 ハコベ属
41 イワナシ 岩梨 ツツジ科 イワナシ属
42 イワヒゲ 岩髭 ツツジ科
43 イワブクロ（タルマイソウ）岩袋 ゴマノハグサ科
44 イワベンケイ 岩弁慶 ベンケイソウ科
45 ウコンウツギ 鬱金空木 スイカズラ科
46 ウサギギク 兎菊 キク科 ウサギギク属
47 ウスノキ 臼の木 ツツジ科
48 ウスバサイシン 薄葉細辛 ウマノスズクサ科
49 ウスユキソウ 薄雪草 キク科
50 ウスユキトウヒレン 薄雪唐飛廉 キク科
51 ウズラバハクサンチドリ鶉葉白山千鳥 ラン科
52 ウツボグサ 靫草 シソ科
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53 ウメバチソウ 梅鉢草 ユキノシタ科
54 ウラシマツツジ 裏縞躑躅 ツツジ科
55 ウラジロヨウラク 裏白瓔珞 ツツジ科
56 ウルップスソウ ゴマノハグサ科 ウルップスソウ属
57 ウワミズザクラ 上溝桜 バラ科
58 エゴノキ エゴノキ科
59 エゾイソツツジ 蝦夷磯躑躅 ツツジ科
60 エゾウメバチソウ 蝦夷梅鉢草 ユキノシタ科 ウメバチソウ属
61 エゾオオサクラソウ 蝦夷大桜草 サクラソウ科
62 エゾオヤマノエンドウ 蝦夷御山豌豆 マメ科
63 エゾカンゾウ 蝦夷甘草 ユリ科
64 エゾキンバイ 蝦夷金梅 キンポウゲ科
65 エゾコザクラ 蝦夷子桜 サクラソウ科
66 エゾスカシユリ 蝦夷透百合 ユリ科
67 エゾタカネスミレ 蝦夷高嶺菫 スミレ科
68 エゾタケシマラン 蝦夷竹縞蘭 ユリ科 タケシマラン属
69 エゾノツガザクラ 蝦夷栂桜 ツツジ科
70 エゾツツジ 蝦夷躑躅 ツツジ科
71 エゾハクサンイチゲ 蝦夷白山一華 キンポウゲ科
72 エゾヒメクワガタ 蝦夷姫鍬形 ゴマノハグサ科
73 エゾフウロ 蝦夷風露 フウロソウ科 フウロソウ属
74 エゾノユツバムグラ 蝦夷の四葉葎 アカネ科 ヤエムグラ属
75 エゾノリュウキンカ 蝦夷立金花 キンポウゲ科
76 エゾリンドウ 蝦夷竜胆 リンドウ科 リンドウ属
77 エニシダ マメ科 エニシダ属
78 エンゴサク 延胡索 ケマンソウ科
79 エンレイソウ 延齢草 ユリ科
80 オウレン 黄連 キンポウゲ科
81 オオアマドコロ 大甘野老 ユリ科
82 オオイヌノフグリ 大犬の陰嚢 ゴマノハグサ科 クワガタソウ属
83 オオウバユリ 大姥百合 ユリ科
84 オオカサモチ 大傘持 セリ科 オオカサモチ属
85 オオカメノキ 大亀の木 スイカズラ科
86 オオバキスミレ 大葉黄菫 スミレ科
87 オオバスノキ 大葉酢木 ツツジ科 スノキ属
88 オオバタケシマラン 大葉竹縞蘭 ユリ科 タケシマラン属
89 オオヒョウタンボク 大瓢箪木 スイカズラ科 スイカズラ属
90 オオマルバノホロシ 大丸葉の保呂之ナス科
91 オオレイジンソウ 大伶人草 キンポウゲ科 トリカブト属
92 オカトラノオ 岡虎の尾 サクラソウ科
93 オガラバナ 麻幹花 カエデ科
94 オクエゾサイシン 奥蝦夷細辛 ウマノスズクサ科
95 オクチョウジザクラ 奥丁子桜 バラ科 サクラ属
96 オゼタイゲキ 尾瀬大戟 トウダイグサ科 トウダイグサ属
97 オタカラコウ 雄タカラコウ キク科
98 オトギリソウ 弟切草 オトギリソウ科
99 オトコエシ 男郎花 オミナエシ科
100 オドリコソウ 踊子草 シソ科
101 オニシモツケ 鬼下野桷 バラ科 シモツケソウ属
102 オヤマノエンドウ 御山豌豆 マメ科
103 オヤマノリンドウ 御山竜胆 リンドウ科
104 オヤマボクチ 雄山火口 キク科 オヤマボクチ属
105 オヨベギキョウ 及部桔梗 キキョウ科 ホタルブクロ属
106 オンタデ 御蓼 タデ科 タデ属



番号 名　前 漢字名 科 属
1 カキドウシ シソ科 カキドウシ属
2 カキラン 柿蘭 ラン科 カキラン属
3 ガクウラジロヨウラク 愕裏白瓔珞 ツツジ科
4 カシワバハグマ 柏葉白熊 キク科
5 カセンソウ 歌仙草 キク科 オグルマ属
6 カタクリ 片栗 ユリ科
7 カタバミ 片喰 カタバミ科
8 カニコウモリ 蟹蝙蝠 キク科 コウモリ属
9 ガマズミ スイカズラ科 ガマズミ属
10 カマツカ 鎌柄 バラ科 カマツカ属
11 カメバヒキオコシ 亀葉引起 シソ科
12 カモガヤ 鴨茅 イネ科 カモガヤ属
13 カラスノエンドウ 鳥野豌豆 マメ科
14 カラフトゲンゲ 樺太紫雲英 マメ科 イワオウギ属
15 カラマツソウ 落葉松草 キンポウゲ科
16 カワラナデシコ 河原撫子 ナデシコ科
17 ガンコウラン・実 岩高蘭・実 ガンコウラン科 ガンコウラン属
18 キイチゴ 木苺 バラ科 キイチゴ属
19 キオン 黄苑 キク科 キオン属
20 キクザキイチゲ 菊咲一華 キンポウゲ科
21 キケマン 黄華鬘 ケシ科
22 キジムシロ 雉筵 バラ科 キジムシロ属
23 キソアザミ 木曾薊 キク科 アザミ属
24 キツネノカミソリ 狐の剃刀 ヒガンバナ科
25 キツネノボタン 狐の牡丹 キンポウゲ科 キンポウゲ属
26 キツリフネ 黄釣船 ツリフネソウ科
27 キヌガサソウ 衣笠草 ユリ科 ツクバネソウ属
28 キバナアキギリ 黄花秋桐 シソ科
29 キバナウツギ 黄花空木 タニウツギ属
30 キバナシオガマ 黄花塩竈 ゴマノハグサ科 シオガマギク属
31 キバナシャクナゲ 黄花石楠花 ツツジ科 ツツジ属
32 キバナノアマナ 黄花甘菜 ユリ科
33 キブシ 木五倍子 キブシ科
34 ギボウシ 擬宝珠（ユリ科）リュウゼツラン科ギボウシ属
35 キランソウ（ジゴクノカマノフタ）金笠小草 シソ科 キランソウ属
36 キリンソウ 麒麟草 ベンケイソウ科
37 キンコウカ 金光花 ユリ科 キンコウカ属
38 キンミズヒキ 金水引 バラ科
39 キンラン 金蘭 ラン科 キンラン属
40 ギンラン 銀蘭 ラン科 キンラン属
41 ギンリョウソウ 銀竜草 イチヤクソウ科 ギンリョウソウ属
42 クガイソウ 九蓋草・九階草ゴマノハグサ科
43 クサギ 臭木 クマヅヅラ科
44 クサタチバナ 草橘 ガガイモ科
45 クサフジ 草藤 マメ科
46 クサボタン 草牡丹 キンポウゲ科
47 クマガイソウ 熊谷草 ラン科
48 クマタケラン 熊竹蘭 ショウガ科
49 グミ 茱 グミ科 グミ属
50 クモマユキノシタ 雲間雪下 ユキノシタ科
51 クルマバソウ 車葉草 アカネ科
52 クルマユリ 車百合 ユリ科
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53 クルメツツジ 久留米躑躅 ツツジ科 ツツジ属
54 クロウスゴ 黒臼子 ツツジ科
55 クロクモソウ 黒雲草 ユキノシタ科 ユキノシタ属
56 クロツリバナ 黒吊花 ニシキギ科
57 クロヅル 黒蔓 ニシキギ科 ニシキギ属
58 クロトウヒレン 黒唐飛廉 キク科 トウヒﾚﾝ属
59 クロバナハンショウヅル 黒花半鐘蔓 キンポウゲ科
60 クロマメノキ 黒豆の木 ツツジ科 スノキ属
61 クロモジ 黒文字 クスノキ科 クロモジ属
62 クロユリ 黒百合 ユリ科
63 グンナイフウロ 郡内風露 フウロソウ科
64 ゲンゲ（レンゲ） 蓮華 マメ科
65 ゲンノショウコ 現の証拠 フウロソウ科 フウロソウ属
66 コイワアカバナ・ケゴンアカバナ小岩赤花 アカバナ科 アカバナ属
67 コイワカガミ 小岩鏡 イワウメ科
68 コガネイチゴ 黄金苺 バラ科 キイチゴ属
69 コキンレイカ 小金鈴花 オミナエシ科
70 コケモモ 苔桃 ツツジ科
71 コシノカンアオイ 越の寒葵 ウマノスズクサ科カンアオイ属
72 コシノコバイモ 越の小貝母 ユリ科 バイモ属
73 ゴゼンタチバナ 御前橘 ミズキ科
74 コナスビ 小茄子 サクラソウ科 オカトラノオ属
75 コバイケイソウ 小梅形草 ユリ科
76 コゴメグサ 小米草 ゴマノハグサ科 コゴメグサ属
77 コバノトンボソウ 小葉の蜻蛉草 ラン科 ツレサギソウ属
78 コマクサ 駒草 ケシ科
79 ゴヨウイチゴ 五葉苺 バラ科 キイチゴ属
80 コヨウラクツツジ 小櫻珞躑躅 ツツジ科
81 ゴンズイ 権萃 ミツバウツギ科
82 コンフリー ムラサキ科



番号 名　前 漢字名 科 属
1 サイハイラン 采配蘭 ラン科 サイハイラン属
2 サクラ 桜 バラ科
3 ザゼンソウ 座禅草 サトイモ科 ザゼンソウ属
4 サマニユキワリ 様似雪割 サクラソウ科
5 サマニヨモギ 様似蓬 キク科
6 サラサドウダン 更紗灯台 ツツジ科
7 サラシナショウマ 晒菜升麻 キンポウゲ科
8 サルスベリ 百日紅 ミソハギ科 サルスベリ属
9 サルトリイバラ 猿捕り茨 ユリ科 シオデ属
10 サワオグルマ 沢小車 キク科 キオン属
11 サワグルミ 沢胡桃 クルミ科 サワグルミ属
12 サワフタギ・実 沢蓋木 ハイノキ科 ハイノｷ属
13 サワラン 沢蘭 ラン科 サワラン属
14 サンカヨウ 山荷葉 メギ科 サンカヨウ属
15 サンショウ 山椒 ミカン科
16 シキミ 樒 シキミ科 シキミ属
17 シコタンソウ 色丹草 ユキノシタ科 ユキノシタ属
18 シコタンハコベ 色丹繁縷 ナデシコ科 ハコベ属
19 シナノオトギリ 信濃弟切 オトギリソウ科 オトギリソウ属
20 シナノキンバイ 信濃金梅 キンポウゲ科
21 シナマンサク 支那満作 マンサク科 マンサク属
22 ジムカデ 地百足 ツツジ科 ジムカデ属
23 シモツケソウ 下野草 バラ科
24 シャガ 射干 アヤメ科
25 シャクナゲ 石楠花 ツツジ科 ツツジ属
26 ジャコウソウ 麝香草 シソ科
27 シュンラン 春蘭 ラン科
28 ショウキラン 鍾馗蘭 ラン科
29 ショウジョウバカマ 猩々袴 ユリ科
30 シラゲキクバクワガタ白毛菊葉鍬形
31 シラタマノキ 白玉の木 ツツジ科
32 シラネアオイ 白根葵 シラネアオイ科
33 シラヒゲソウ 白髭草 ユキノシタ科 ウメバチソウ属
34 シラユキゲシ 白雪芥子 ケシ科
35 シロサマニヨモギ 白様似蓬 キク科
36 シロツメグサ 白詰草 マメ科 ジャジクソウ属
37 シロハギ 白萩 マメ科 ハギ属
38 シロバナカモメヅル 白花鴎蔓
39 シロバナニガナ 白花苦菜 キク科
40 シロフジ 白藤 マメ科 フジ属
41 シロヤマブキ 白山吹 バラ科
42 ズダヤクシュ 喘息薬種 ユキノシタ科
43 スミレ 菫 スミレ科 スミレ属
44 セキヤノアキチョウジ関屋の秋丁字 シソ科
45 セツブンソウ 節分草 キンポウゲ科
46 セリバシオガマ 芹葉塩竈 ゴマノハグサ科 シオガマギク属
47 センジュガンピ 千手岩菲 ナデシコ科 センノウ属
48 センダイハギ 先代萩 マメ科
49 ソバナ 蕎麦菜 キキョウ科
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番号 名　前 漢字名 科 属
1 ダイコンソウ 大根草 バラ科 ダイコンソウ属
2 タイサンボク 大蓋木・泰山木モクレン科
3 ダイモンジソウ 大文字草 ユキノシタ科
4 タカネオミナエシ 高嶺女郎花 オミナエシ科 オミナエシ属
5 タカネコウリンカ 高嶺光輪花 キク科 キオン属
6 タカネザクラ 高嶺桜 バラ科 サクラ属
7 タカネシオガマ 高嶺塩竃 ゴマノハグサ科
8 タカネツメクサ 高嶺爪草 ナデシコ科
9 タカネナデシコ 高嶺撫子 ナデシコ科
10 タカネナナカマド 高嶺七竃 バラ科
11 タカネニガナ 高嶺苦菜 キク科
12 タカネバラ 高嶺薔薇 バラ科 バラ属
13 タカネヒゴダイ 高嶺平江帯 キク科 トウヒﾚﾝ属
14 タカネビランジ 高嶺びらんじ ナデシコ科
15 タカネヤハズハハコ 高嶺矢筈母子 キク科 ヤマハハコ属
16 タカネヨモギ 高嶺蓬 キク科 ヨモギ属
17 タケシマラン 竹縞蘭 ユリ科
18 タチカメバソウ 立亀葉草 ムラサキ科
19 タチツボスミレ 立坪（壺）菫 スミレ科
20 タツナミソウ 立浪草 シソ科 タツナミソウ属
21 タテヤマリンドウ 立山竜胆 リンドウ科 リンドウ属
22 タニウツギ 谷空木 スイカズラ科
23 タニギキョウ 谷桔梗 キキョウ科 タニギキョウ属
24 タマアジサイ 玉紫陽花 ユキノシタ科
25 タマガワホトトギス 玉川杜鵑 ユリ科 ホトトギス属
26 タムシバ 田虫葉 モクレン科 モクレン属
27 タムラソウ 田村草 キク科 タムラソウ属
28 チゴユリ 稚児百合 ユリ科 チゴユリ属
29 チシマギキョウ・紫 千島桔梗・紫 キキョウ科
30 チシマギキョウ・白 千島桔梗・白 キキョウ科
31 チシマギキョウ八重 千島桔梗・八重キキョウ科
32 チシマキンレイカ 千島金鈴花 オミナエシ科
33 チシマヒョウタンボク 千島瓢箪木 スイカズラ科
34 チシマフウロ 千島風露 フウロソウ科
35 チャ 茶 ツバキ科
36 チョウカイアザミ 鳥海薊 キク科 アザミ属
37 チョウカイフスマ 鳥海衾 ナデシコ科 ノミノツヅリ属
38 チョウノスケソウ 長之助草 バラ科
39 チングルマ 稚児車 バラ科 ダイコンソウ属
40 ツガザクラ 栂桜 ツツジ科
41 ツクシコウモリソウ 筑紫蝙蝠草 キク科 コウモリソウ科
42 ツクシショウジョウバカマ筑紫猩々袴 ユリ科 ショウジョウバカマ属
43 ツクシドウダンツツジ 筑紫灯台躑躅 ツツジ科 ドウダンツツジ属
44 ツクバネ 衝羽根 ビャクダン科 ツクバネ属
45 ツクバネウツギ 衝羽根空木 スイカズラ科 ツクバウツギ属
46 ツクバネソウ 衝羽根草 ユリ科
47 ツツジ 躑躅 ツツジ科 ツツジ属
48 ツノハシバミ 角榛 カバノキ科 ハシバミ属
49 ツバキ 椿 ツバキ科 ツバキ属
50 ツバメオモト 燕万年青 ユリ科 ツバメオモト属
51 ツマトリソウ 端取草 サクラソウ科
52 ツユクサ 露草 ツユクサ科

野の花図鑑　　た行ーの花



53 ツリガネニンジン 釣鐘人参 キキョウ科 ツリガネニンジン属
54 ツリバナ 吊花 ニシキギ科 ニシキギ属
55 ツリフネソウ 釣船草 ツリフネソウ科
56 ツルアジサイ 蔓紫陽花 ユキノシタ科
57 ツルアリドウシ 蔓蟻通し アカネ科
58 ツルカノコソウ 蔓鹿の子草 オミナエシ科 カノコソウ属
59 ツルシキミ・実 蔓樒 ミカン科
60 ツルニチニチソウ 蔓日日草 キョウチクトウ科ツルニチニチソウ属
61 ツルニンジン 蔓人参 キキョウ科
62 ツルリンドウ 蔓竜胆 リンドウ科
63 ツワブキ 艶葉蕗 キク科
64 テイカカズラ 定家葛 キョウチクトウ科
65 テガタチドリ 手形千鳥 ラン科 テガタチドリ属
66 テツカエデ 鉄楓 カエデ科 カエデ属
67 トウゴクミツバツツジ 東国三葉躑躅 ツツジ科
68 トウヤクリンドウ 当薬竜胆 リンドウ科 リンドウ属
69 トカチフウロ 十勝風露 フウロソウ科
70 トキソウ 朱鷺草 ラン科
71 ドクダミ 毒溜 ドクダミ科
72 トチノキ 栃ノ木 トチノキ科 トチノキ属
73 トベラ 扉・海桐 トベラ科 トベラ属
74 トモエシオガマ 巴塩竃 ゴマノハグサ科シオガマギク属
75 トモエソウ 巴草 オトギリソウ科
76 トリアシショウマ 鳥脚升麻 ユキノシタ科 チダケサン属
77 トリカブト 鳥兜 キンポウゲ科 トリカブト属



番号 名　前 漢字名 科 属
1 ナガバノモウセンゴケ長葉の毛賎苔 モウセンゴケ科 モウセンゴケ属
2 ナガバモミジイチゴ 長葉紅葉苺 バラ科 キイチゴ属
3 ナガバノコウヤボウキ長葉の高野箒 キク科
4 ナギナタコウジュ 長刀香需 シソ科 ナギナタコウジュ属
5 ナツハゼ 夏黄櫨 ツツジ科 スノキ属
6 ナナカマド 七竃 バラ科
7 ナニワズ 難波津 ジンチョウゲ科
8 ナノハナ 菜の花 アブラナ科 アブラナ属
9 ナルコユリ 鳴子百合 ユリ科
10 ナワシロイチゴ 苗代苺 バラ科 キイチゴ属
11 ナンブアザミ 南部薊 キク科 アザミ属
12 ニガナ 苦菜 キク科
13 ニシキゴロモ 錦衣 シソ科
14 ニッコウキスゲ 日光黄菅 ユリ科
15 ニリンソウ 二輪草 キンポウゲ科
16 ニワトコ 接骨木 スイカズラ科
17 ネコノメソウ 猫の目草 ユキノシタ科 ネコノメソウ属
18 ネジバナ 捩花 ラン科 ネジバナ属
19 ネバリノギラン 粘り芒蘭 ユリ科 ソクシンラン属
20 ネムロシオガマ 根室塩竈 ゴマノハグサ科 シオガマギク属
21 ノギラン 芒蘭 ユリ科 ソクシンラン属
22 ノコンギク 野紺菊 キク科
23 ノジスミレ 野路菫 スミレ科 スミレ属
24 ノダケ 野竹 セリ科 シシウド属
25 ノバラ 野薔薇 バラ科
26 ノビネチドリ 延根千鳥 ラン科
27 ノブドウ 野葡萄 ブドウ科
28 ノリウツギ 糊空木 ユキノシタ科
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番号 名　前 漢字名 科 属
1 バイカウツギ 梅花空木 ユキノシタ科 バイカウツギ属
2 バイケイソウ 梅蕙草 ユリ科 シュロソウ属
3 ハイマツ 這松 マツ科
4 ハウチワカエデ 羽団扇楓 カエデ科 カエデ属
5 ハギ 萩 マメ科 ハギ属
6 ハクウンボク 白雲木 エゴノキ科
7 ハクサンイチゲ 白山一華 キンポウゲ科 イチリンソウ属
8 ハクサンコザクラ 白山小桜 サクラソウ科
9 ハクサンシャクナゲ 白山石楠花 ツツジ科 シャクナゲ属
10 ハクサンシャジン 白山沙参 キキョウ科 ツリガネニンジン属
11 ハクサンチドリ 白山千鳥 ラン科
12 ハクサントリカブト 白山鳥兜 キンポウゲ科 トリカブト属
13 ハクサンフウロ 白山風露 フウロソウ科 フウロソウ属
14 ハクバイ 白梅 バラ科
15 ハシドイ 丁香花 モクセイ科
16 ハシリドコロ 走野老 ナス科 ハシリドコロ属
17 ハナイカダ 花筏 ミズキ科 ハナイカダ属
18 ハナイカリ 花錨 リンドウ科 ハナイカリ属
19 ハナイバナ 葉内花 ムラサキ科
20 ハナニガナ 花苦菜 キク科 ニガナ属
21 ハナヒリノキ 花嚔の木 ツツジ科
22 ハナワラビ 花蕨 ハナワラビ科 ハナワラビ属
23 ハマエンドウ 浜豌豆 マメ科
24 ハマダイコン 浜大根 アブラナ科 ダイコン属
25 ハマナス 浜梨 バラ科
26 ハマハタザオ 浜旗竿 アブラナ科 ヤマハタザオ属
27 ハマヒルガオ 浜昼顔 ヒルガオ科
28 ハリブキ 針蕗 ウコギ科 ハリブキ属
29 ハルシオン 春紫苑 キク科 ムカシヨモギ属
30 ハルリンドウ 春竜胆 リンドウ科 リンドウ属
31 ハンショウヅル 半鐘蔓 キンポウゲ科 センニンソウ属
32 ヒオウギアヤメ 檜扇菖蒲 アヤメ科 アヤメ属
33 ヒガンバナ 彼岸花 ヒガンバナ科
34 ヒサカキ 姫榊 ツバキ科 ヒサカキ属
35 ヒダカイワザクラ 日高岩桜 サクラソウ科
36 ヒダカソウ 日高草 キンポウゲ科
37 ヒトリシズカ 一人静 センリョウ科
38 ヒナザクラ 雛桜 サクラソウ科 サクラソウ属
39 ヒメアリドウシ 姫蟻通し アカネ科
40 ヒメイチゲ 姫一華 キンポウゲ科 イチリンソウ属
41 ヒメイワテデ 姫岩蓼 タデ科
42 ヒメクワガタ 姫鍬形 ゴマノハグサ科 クワガタソウ属
43 ヒメサユリ 姫小百合 ユリ科
44 ヒメシャクナゲ 姫石楠花 ツツジ科
45 ヒメニラ 姫韮 ユリ科 ネギ属
46 ヒメヤマスミレ 姫山菫 スミレ科
47 ヒョウタンボク 瓢箪木 スイカズラ科
48 ヒヨドリジョウゴ・実 鵯上戸 ナス科
49 ヒヨヂリバナ 鵯花 キク科
50 フイリスミレ 斑入り菫 スミレ科
51 フキノトウ 蕗の薹 キク科 フキ属
52 フクジュソウ 福寿草 キンポウゲ科
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53 フジ 藤 マメ科
54 フジアザミ 富士薊 キク科 アザミ属
55 フシグロセンノウ 節黒仙翁 ナデシコ科
56 フタリシズカ 二人静 センリョウ科
57 ヘクソカズラ 屁糞葛 アカネ科
58 ベニサラサドウダン 紅更紗灯台 ツツジ科
59 ベニバナイチゴ 紅花苺 バラ科
60 ベニバナツクバネウツギ紅花衝羽空木スイカズラ科 ツクバネウツギ属
61 ベニバナミネズオウ紅花峰蘇芳 ツツジ科 ミネズオウ属
62 ベニバナミヤマカタバミ 紅花深山傍食カタバミ科 カタバミ属
63 ヘビイチゴ 蛇苺 バラ科 ヘビイチゴ属
64 ベンケイソウ 弁慶草 ベンケイソウ科
65 ホウチャクソウ 宝鐸草 ユリ科
66 ホウノキ 朴の木 モクレン科
67 ボケ 木瓜 バラ科
68 ホソバウスユキソウ細葉薄雪草 キク科
69 ホソバキソチドリ 細葉の木曾千鳥ラン科
70 ホソバツメクサ 細葉爪草 ナデシコ科 タカネツメクサ属
71 ホソバヤマハハコ 細葉山母子 キク科
72 ホタルカズラ 蛍蔓 ムラサキ科 ムラサキ属
73 ホタルブクロ 蛍袋 キキョウ科
74 ホツツジ 穂躑躅 ツツジ科
75 ホップ クワ科
76 ホトケノザ 仏の座 シソ科
77 ホトトギス 杜鵑 ユリ科
78 ホムロイチゴ バラ科
79
80



番号 名　前 漢字名 科 属
1 マイズルソウ 舞鶴草 ユリ科
2 マタタビ 木天蓼 マタタビ科 マタタビ属
3 マツカゼソウ 松風草 ミカン科
4 マツムシソウ 松虫草 マツムシソウ科 マツムシソウ属
5 マムシグサ 蝮草 サトイモ科
6 マメガキ 豆柿 カキノキ科 カキノキ属
7 マユミ 檀 ニシキギ科
8 マルバウスゴ 丸葉臼子 ツツジ科 スノキ属
9 マルバシモツケ 丸葉下野 バラ科
10 マルバダケブキ 丸葉岳蕗 キク科
11 マンサク 満作 マンサク科 マンサク属
12 マンテマ ナデシコ科 マンテマ属
13 ミズキ 水木 ミズキ科
14 ミズチドリ 水千鳥 ラン科
15 ミズヒキ 水引 タデ科
16 ミソガワソウ 味噌川草 シソ科
17 ミゾソバ 溝蕎麦 タデ科
18 ミゾホウズキ 溝酸漿 ゴマノハグサ科 ミゾホウズキ属
19 ミチノクエンゴサク 陸奥延胡索 ケシ科
20 ミツガシワ 三槲 リンドウ科 ミツガシワ属
21 ミツバアケビ 三葉通草 アケビ科
22 ミツバオウレン 三葉黄蓮 キンポウゲ科 オウレン属
23 ミツバツツジ 三葉躑躅 ツツジ科
24 ミドリユキザサ 緑雪笹 ユリ科 ユキザサ属
25 ミネウスユキソウ 峰薄雪草 キク科
26 ミネカエデ 峰楓 カエデ科 カエデ属
27 ミネズオウ 峰蘇芳 ツツジ科
28 ミミナグサ 耳菜草 ナデシコ科 ミミナグサ属
29 ミヤマアカバナ 深山赤花 アカバナ科 アカバナ属
30 ミヤマアキノキリンソウ深山秋の麒麟草キク科 アキノキリンソウ属
31 ミヤマアケボノソウ 深山曙草 キク科 アキノキリンソウ属
32 ミヤマアズマギク 深山東菊 キク科
33 ミヤマイボタ 深山水蝋 モクセイ科 イボタノキ属
34 ミヤマウズラ 深山鶉 ラン科 シュスラン属
35 ミヤマウツボグサ 深山靫草 シソ科 ウツボグサ属
36 ミヤマオグルマ 深山小車 キク科
37 ミヤマオダマキ 深山苧環 キンポウゲ科
38 ミヤマカタバミ 深山片喰 カタバミ科 カタバミ属
39 ミヤマカラマツソウ 深山唐松 キンポウゲ科
40 ミヤマキヌタソウ 深山砧草 アカネ科 ヤエムグラ属
41 ミヤマキリシマ 深山霧島 ツツジ科
42 ミヤマキンバイ 深山金梅 バラ科
43 ミヤマクワガタ 深山鍬形 ゴマノハグサ科 クワガタソウ属
44 ミヤマコウゾリナ 深山髪剃菜 キク科 ミヤマコウゾリナ属
45 ミヤマザクラ 深山桜 バラ科
46 ミヤマシキミ 深山樒 ミカン科 ミヤマシキミ属
47 ミヤマシシウド 深山猪独活 セリ科 シシウド属
48 ミヤマシャクナゲ 深山石楠花 ツツジ科
49 ミヤマダイコンソウ 深山大根草 バラ科
50 ミヤマタネツケバナ 深山種付花 アブラナ科 タネツケバナ族
51 ミヤマトウキ 深山当帰 セリ科 シシウド属
52 ミヤマハコベ 深山はこべ ナデシコ科
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53 ミヤマハナシノブ 深山花忍 ハナシノブ科 ハナシノブ属
54 ミヤマハンショウヅル深山半鐘蔓 キンポウゲ科 センニンソウ属
55 ミヤマホツツジ 深山穂躑躅 ツツジ科 ミヤマホツツジ属
56 ミヤマママコナ 深山飯子菜 ゴマノハグサ科 ママコナ属
57 ミヤママンネングサ 深山万年草 ベンケイソウ科 マンネングサ属
58 ミヤマヤマギ 深山柳 ヤナギ科 ヤナギ属
59 ミヤマリンドウ 深山竜胆 リンドウ科
60 ムカゴトラノオ 珠芽虎の尾 タデ科
61 ムシカリ 虫狩 スイカズラ科
62 ムシトリスミレ 虫捕菫 タヌキモ科
63 ムシトリナデシコ 虫捕り撫子 ナデシコ科 マンテマ属
64 ムラサキ 紫 ムラサキ科 ムラサキ属
65 ムラサキケマン 紫華鬘 ケシ科
66 ムラサキサギゴケ 紫鷺苔 ゴマノハグサ科 サギゴケ属
67 ムラサキシキブ 紫式部 クマツヅラ科
68 ムラサキマムシグサ紫蝮草 サトイモ科
69 ムラサキヤシオツツジ紫八汐躑躅 ツツジ科
70 メアカンキンバイ 雌阿寒金梅 バラ科 キジムシロ属
71 メドハギ 目処萩 マメ科 ハギ属
72 メナモミ 雌菜揉 キク科 メナモミ属
73 モウセンゴケ 毛賎苔 モウセンゴケ科
74 モチノキ 黐の木 モチノキ科 モチノキ属
75 モミジ 紅葉・椛 カエデ科
76 モミジカラマツ 紅葉唐松 キンポウゲ科



番号 名　前 漢字名 科 属
1 ヤエムグラ 八重葎 アカネ科
2 ヤシオツツジ 野州花 ツツジ科 ツツジ属
3 ヤナギラン 柳蘭」 アカバナ科
4 ヤブコウジ 藪柑子 ヤブコウジ科 ヤブコウジ属
5 ヤブデマリ 藪手毬 スイカズラ科
6 ヤブラン 藪蘭 ユリ科
7 ヤマアジサイ 山紫陽花 ユキノシタ科
8 ヤマエンゴサク 山延胡索 ケシ科 キケマン属
9 ヤマグルマ 山車 ヤマグルマ科
10 ヤマザクラ 山桜 バラ科 サクラ属
11 ヤマシャクヤク 山芍薬 ボタン科
12 ヤマツツジ 山躑躅 ツツジ科
13 ヤマハッカ 山薄荷 シソ科
14 ヤマハナソウ 山鼻草 ユキノシタ科 ユキノシタ属
15 ヤマハハコ 山母子 キク科 ヤマハハコ属
16 ヤマブキ 山吹 バラ科
17 ヤマブキショウマ 山吹升麻 バラ科
18 ヤマボウシ 山法師 ミズキ科 ヤマボウシ属
19 ヤマホタルブクロ 山蛍袋 キキョウ科 ホタルブクロ属
20 ヤマユリ 山百合 ユリ科
21 ユキザサ 雪笹 ユリ科
22 ユキワリコザクラ 雪割小桜 サクラソウ科 サクラソウ属
23 ユキワリソウ 雪割草 キンポウゲ科
24 ユズリハ・実 譲葉 ユズリハ科 ユズリハ属
25 ユリノキ 百合の樹 モクレン科
26 ヨウシュヤマゴボウ 洋種山牛蒡 ヤマゴボウ科 ヤマゴボウ属
27 ヨコヤマリンドウ 横山竜胆 リンドウ科
28 ヨツバシオガマ 四葉塩竈 ゴマノハグサ科
29 ヨツバヒヨドリ 四葉鵯 キク科
30 ヨツバムグラ 四葉葎 アカネ科 ヤエムグラ属

野の花図鑑　　や行ーの花



番号 名　前 漢字名 科 属
1 ラショウモンカズラ 羅生門葛 シソ科
2 リシリヒナゲシ 利尻雛芥子 ケシ科 ケシ属
3 リョウブ 令法 リョウブ科 リョウブ属
4 リンネソウ リンネ草 スイカズラ科
5 レイジンソウ 伶人草 キンポウゲ科 トリカブト属
6 レブンウスユキソウ礼文薄雪草 キク科 ウスユキソウ属
7 レブンキンバイソウ 礼文金杯草 キンポウゲ科 キンバイソウ属
8 レブンソウ 礼文草 マメ科 オヤマノエンドウ属
9 レブンハナシノブ 礼文花忍 ハナシノブ科 ハナシノブ属
10 レンギョウ 連翹 モクセイ科
11 レンゲショウマ 蓮華升麻 キンポウゲ科
12 レンゲツツジ 蓮華ツツジ ツツジ科
13 ワスレナグサ 勿忘草 ムラサキ科 ワスレナグサ属
14 ワレモコウ 吾亦紅 バラ科

野の花図鑑　　ら・わ行ーの花


